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1. 調査の背景と目的 

 経済産業省では、我が国の産業が目指すべき姿として、様々なデータの「つながり」から新たな付

加価値を創出していく「Connected Industries」という概念を提唱し、その実現に向けた取組を推進

している。その一方で、「Connected Industries」を始めとするネットワーク化の進展は、悪意のあ

る者にとって新たな攻撃の機会ともなっていくおそれがある。サイバー攻撃の起点は急激に拡大し、

攻撃の手法も高度化しており、サイバー攻撃の脅威は、あらゆる産業活動に潜むようになっている。

今や、サプライチェーン全体、産業界全体の取組として、サイバーセキュリティ対策を強化していか

なければならない。 

 

 電力分野でのサイバーセキュリティについては、産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会電気

設備自然災害等対策ワーキンググループ中間報告書（平成２６年６月）において、セキュリティ対策

の実効性を高めるために、国が中心となって、その枠組みを検討していくことが必要であるとの提言

がなされ、平成２６年度事業（平成２６年度電気施設技術基準国際化調査（電気設備）1以下、「H26 

国際化調査」という。）、平成２７年度事業（平成２７年度電気施設保安制度等検討調査（電気設備技

術基準国際化調査）2以下、「H27 国際化調査」という。）で諸外国のサイバーセキュリティ対策の調

査を行った。 

 

 平成２８年３月にはスマートメーターシステムセキュリティガイドライン、平成２８年 ５月には

電力制御システムセキュリティガイドラインを日本電気技術規格委員会（以下 「JESC3」という。）

が策定し、平成２８年９月には、これらのガイドラインを電気事業法下の技術基準と保安規程に取り

込んだ。 

 

 また、平成２９年３月には、民間の電気事業者間のサイバーセキュリティに関する情報共有及び分

析を行う組織「電力 ISAC」4が設立される等、官民の間で様々なサイバーセキュリティ対策が行われ

てきたところである。 加えて、我が国の電力システムへのセキュリティレベルの維持向上を図るた

めには、既に我が国にある仕組みや、進行中の電力システム改革の流れと合わせる必要がある。そこ

で今回、電力自由化やセキュリティ対策が我が国よりも先行している欧州のサイバーセキュリティ対

策の現状を調査し、セキュリティ対策の実効性を高める枠組みを検討した。 

 

                                                      

 

1 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000094.pdf 

2 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000027.pdf  

3 Japan Electrotechnical Standards and Codes Committee  

4 https://www.je-isac.jp/  
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2. 調査の内容と方法 

 本調査では、サイバーセキュリティ対策の法的枠組みと具体的な対策の実施内容・基準（見直しの

方法を含む）、及び実施状況の確認方法（確認主体、確認手法、確認の間隔等）を中心に、電力分野

におけるサイバーセキュリティに関する国際的な動向等に関する調査を行った。調査方法としては、

以下の３つである。 

 

① 文献やＷＥＢ等の公開資料（外国政府機関や国内外の企業等の報告書、国内外の専門誌等）

の調査 

 欧州（EU、イギリス、ドイツ、フランス）と米国について調査を行った。 

 

② 有識者へのヒアリング調査 

 電力分野を含む重要インフラセキュリティに詳しい有識者２名にヒアリングを実施した。 

 

③ 欧州関連政府機関、団体、企業等を訪問・ヒアリング調査 

 イギリス、ドイツ、フランスに訪問してヒアリング調査を行った。 
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3. 調査結果 

3.1. 公開資料調査  

 

比較項目 EU イギリス ドイツ フランス 米国 

電力業界 

規制機関 

EC5 

 

Ofgem6 BSI7 

 

ANSSI8 FERC9/ 

NERC10 

重

要

イ

ン

フ

ラ 

根拠法 NIS 指令 

(EU 2016/1148) 11 

NIS 規制 201812 IT インフラの

安全性向上の

ための法律13 

法「LOI n° 

 2013-1168」 

（CIIP 法）14 

大統領令 

「13636 号」15 

重要イ

ンフラ

定義 

BSI 重要イン

フラを決定す

る法律16 

政令 

「Décret n° 

 2015-351」17 

NIST 

Cybersecurity 

Framework18 

電

力 

根拠法 同上 同上 エネルギー法

11 条(1a)19 

同上 連 邦 電 力 法

215/215A 条20, 

順守 

規制 

(電力向けガイド

ラインあり）21 

(サイバー評価フ

レームワーク)22 

IT セキュリテ

ィカタログ23 

詳細非公開 

(20 項目) 

NERC CIP 

標準24 

                                                      

 

5 European Commission (欧州委員会), ENISA（欧州ネットワーク情報セキュリティ庁）は規制機関ではない。 

6 Office of Gas and Electricity Markets（ガス電力市場規制庁） 

7 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik（情報セキュリティ庁） 

8 Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information（国家情報システム・セキュリティ庁） 

9 Federal Energy Regulatory Commission（連邦エネルギー規制委員会）エネルギー省配下の独立機関 

10 North American Electric Reliability Corporation（北米電力信頼度評議会）民間団体 

11 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj 

12 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/506/made 

13 http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/643/64396.html 

14 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028338825&dateTexte=20190303 

15 https://www.dhs.gov/taxonomy/term/4661/all 

16 https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BSI-KritisV.pdf 

17 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030405967 

18 https://www.nist.gov/cyberframework 

19 https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__11.html 

20 https://legcounsel.house.gov/Comps/Federal%20Power%20Act.pdf 

21 https://www.enisa.europa.eu/publications/mapping-of-oes-security-requirements-to-specific-sectors/ 

22 https://www.ncsc.gov.uk/guidance/nis-directive-cyber-assessment-framework 

23 https://ja.scribd.com/document/293770387/IT-Sicherheitskatalog-08-2015 

24 https://www.nerc.com/pa/Stand/Pages/CIPStandards.aspx 
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監

査

方

法 

資料 NIS 指令セキュリ

ティ要件評価ガイ

ド25 

下流ガスと電力

業界向け監督官

庁ガイド26 

不明（おそらく

通常の ISMS27

監査に順ずる） 

不明 NERC 標準順

守の監視・執行

の手引き28 

監査主体 各国の監督官庁 

または 

委託事業者29 

Ofgem 委託の監

査事業者（予定） 

BSI 委託の 

監査事業者 

ANSSI、州のサ

ービス、または 

委託監査事業者 

NERC 配下の

地域機関 

対

象 

事

業

者 

発電 〇 〇 〇 〇 〇 

送電 〇 〇 〇 〇 〇 

配電 〇 〇 〇 〇 × 

小売 〇 〇 

スマートメータ設置者に限る 

× 

DSO が 

スマートメータ設置 

〇 × 

対

象 

 

管理 〇 〇 〇 × 〇 

IT 〇 〇 〇 × × 

OT 〇 〇 〇 〇 〇 

監査場所 － オンサイト オンサイト オンサイト オンサイト 

電力規制 

開始時期 

2018 年 5 月 

（NIS 指令） 

2018 年 5 月 

（NIS 規制） 

2011 年 4 月 

（エネルギー法） 

2013 年 12 月 

（CIIP 法） 

2008 年 1 月 

（FERC 指令 706）30 

規制見直し

方法 

指定なし 指定なし 指定なし 指定なし NERC が策定

FERC が承認 

監査期間 指定なし 未定 不明 不明 4~6 ヶ月31 

監査周期 指定なし 未定 2 年 1 システム 1 年以上 3 年 

表 3.1.1：主要国の電力業界向けサイバーセキュリティ対策の法的枠組み一覧 

 

 公開資料をもとに、欧州（EU、イギリス、ドイツ、フランス）と米国における電力業界向けのサ

イバーセキュリティ対策の法的枠組みと具体的な対策の実施内容・基準（見直しの方法を含む）、及

                                                      

 

25https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-on-assessing-dsp-security-and-oes-compliance-with-the-nisd-

security-requirements 

26 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/11/ofgem_ca_guidance_for_dge_gb_v1.0_final.pdf 

27 Information Security Management System 情報セキュリティマネジメントシステム 

28 

https://www.nerc.com/pa/comp/ERO%20Enterprise%20Compliance%20Auditor%20Manual%20DL/NERC_Compliance%20

Monitoring%20and%20Enforcement%20Manual_v4_0.pdf 

29 NIS 指令の 15条参照。EU が監査を行うわけではない。 

30 https://www.ferc.gov/whats-new/comm-meet/2008/011708/E-2.pdf （規制開始はこの 60日後、監査は 3年周期） 

31 https://www.aeso.ca/assets/Uploads/CIP-Pilot-Audits-Lessons-Learned-Nov-20-2018.pdf (テキサスの会社の試験実施例) 
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び実施状況の確認方法（確認主体、確認手法、確認の間隔等）について調査を行い、一覧表にまと

めた（表 3.1.1）。 

 

3.1.1. EU 

 

# 法・政令・ガイドライン 内容 発効日 

1 NIS 指令（EU 2016/1148） EU 加盟国に対するサイバーセキュリティに関する指令で、

主に以下の項目の法制化を定めている。 

１．サイバーセキュリティ戦略の策定 

２．重要インフラ事業者の定義 

３．重要インフラ事業者のセキュリティ対策義務 

４．重要インフラ事業者のセキュリティ事故報告義務 

５．国家 CERT32の設立、及び CERT 間の連携強化 

2018/5/10 

2 重要インフラセキュリティ

対策参照書33 

NIS 協議会が策定した、重要インフラ事業者が NIS 指令の

14 条を実現するための最低限のセキュリティ対策一覧 

2018/2 

3 特定セクター用 NIS 指令セ

キュリティ要件マッピング 

重要インフラの各セクター向けに、NIS 指令の要件を他の

標準とマッピングしたもの。電力も含まれている。 

2018/1/18 

4 重要インフラ事業者向け

NIS 指令セキュリティ要件

アセスメントガイド 

EU 諸国の重要インフラ監督官庁に向けた監査実施ガイド 

規制ではない。 

2018/11/28 

 表 3.1.1.1：EU の電力業界向けサイバーセキュリティ対策の法規制等 

 

 EU では、重要インフラ防護の目的で、2016 年 7 月に NIS 指令が施行され、EU 加盟国は、2018

年 5 月 9 日までに、NIS 指令に対応する法整備を国内で行うことが義務付けられることになった。  

 NIS 指令においては、重要インフラ事業者（OES34）として、電力業界が規制対象になっており、

その対象事業者は、表 3.1.1.2 のように定義されている。表中の「供給」事業者は、小売り事業者、

発電事業者を含んでいる。欧州ではスマートメータの設置が小売業者の責任となる場合がある国があ

ることが考慮されていると考えられる35。 

 

セクター サブセクター 対象事業者 

エネルギー 電力 最終消費者を除く電気事業者で、「供給」を担う事業者。 

「供給」とは電力を販売または再販する事業者を指す。 

配電事業者 

                                                      

 

32 Computer Emergency Response Team（コンピューター緊急対応チーム） 

33https://circabc.europa.eu/sd/a/c5748d89-82a9-4a40-bd51-44292329ed99/reference_document_security_measures_OES.pdf 

34 Operators of Essential Services 

35 http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004668/pdf/013_s01_00.pdf イギリス、ドイツなど 
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送電事業者 

表 3.1.1.2：NIS 指令における電力セクターの対象事業者の定義36 

 

 NIS 指令の 4 部 14 章では、OES のセキュリティ要件とインシデント報告義務を規定しているが、

対策については、リスク管理、防護、被害の最小化などを実現するための対策を実施する大方針が書

かれているのみである。NIS 指令で創設された、各国の代表や欧州情報ネットワークセキュリティ庁

（ENISA）のメンバーで構成される Cooperation Group（協議会）が策定した資料（重要インフラセ

キュリティ対策参照書）において、14 章の大方針を実現するための最低限のセキュリティ要件（4 分

類 11 要件）がまとめられた（表 3.1.1.3）。同じく 4 部 15 章では、14 章の要件の効果的な実施を行

うため、監督官庁は、事業者のシステムを評価するために必要なセキュリティポリシーなどを提供し、

監督官庁または認定監査人が、そのポリシーが効果的に実装されているかを確認するためのセキュリ

ティ監査を行うことが定められており、監査で問題があった場合には、事業者に対して、拘束力のあ

る改善指示を行うこともある37。 

 

# 分類 要件 

1 統制とエコシステム 

Governance and 

Ecosystem 

情報システムセキュリティ統制とリスク管理 

（Information System Security Governance & Risk Management） 

エコシステム管理（Ecosystem Management） 

2 保護 

Protection 

情報セキュリティ構造（IT Security Architecture） 

情報セキュリティ運用管理（IT Security Administration） 

ID アクセス管理（Identity and access Management） 

情報セキュリティ保守（IT Security Maintenance） 

物理及び環境セキュリティ（Physical and environmental security） 

3 防御 

Defense 

検知（Detection） 

コンピューターセキュリティ事故管理 

（Computer Security Incident Management） 

4 レジリエンス 

Resilience 

運用継続（Continuity of operations） 

危機管理（Crisis management） 

表 3.1.1.3：NIS 指令におけるセキュリティ対策要件 

 

 NIS 指令内には、各業界のセキュリティ要件の詳細や監査の具体的な進め方については記載がな

い。しかし、EU 諸国の NIS 指令の実装をサポートする目的で、ENISA が、「特定セクター用 NIS

指令セキュリティ要件マッピング」と、「EU 諸国の重要インフラ事業者監督官庁のための監査ガイ

ド」を発行している。法的権限のない ENISA が発行するガイドのため、EU 諸国に対する法的な拘

                                                      

 

36 NIS 指令及び、その参照資料（EC指令 2009/72）より作成 

37 原文：the competent authority may issue binding instructions to the operators of essential services to remedy the 

deficiencies identified.（may となっているため、「こともある」とした） 
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束力はない。「特定セクター用 NIS 指令セキュリティ要件マッピング」では、電力業界を含むエネル

ギー業界や、交通業界などに対して、NIS 指定のセキュリティ要件（4 分類 11 要件）と一般的な標

準との対応表を示している。電力において参照する標準には、「NIST SP800-8238」「ISO2701939」

「NERC CIP Ver.5」が主要なものとして取り上げられている（表 3.1.1.4）。 

 

表 3.1.1.4：電力業界が参照するセキュリティ標準とグッドプラクティス集 

 

 また、「EU 諸国の重要インフラ事業者監督官庁のための監査ガイド」では、電力業界に限らず、

EU 諸国の監督官庁が、NIS 指令の 4 部 5 章に規定された監査を実施するための方法と国際標準との

マッピングが示されている。監査を受ける側の OES の自己評価ツールとしても活用できる。 

 具体的な監査手順は、順に「事前監査/計画」「監査実行/実地調査」「監査後」の３フェーズに分け

られる（表 3.1.1.5）。また、用いる監査フレームワークとして、「ISO27001」、「COBIT540」、

「IEC6244341」が例として挙げられている。 

 

# フェーズ 実施内容 

1 事前監査/計画 監査実施のための必要な情報収集・監査対象システムの設定（IT 及び OT）、計

画・成果物の定義など 

2 監査実行/実地調査 採用した監査手法をもとに監査を実施し、システムの脆弱性を発見 

3 監査後 発見された脆弱性の分析、原因をもとに、推奨対策とリスク軽減策および最終

報告書を作成 

表 3.1.1.5：EU 諸国の重要インフラ事業者監督官庁のための監査ガイドの３つの監査フェーズ  

                                                      

 

38 NIST（National Institute of Standards and Technology）が策定した制御システム向けのセキュリティ対策ガイドライン 

39 ISO27002 のエネルギー業界に特化したリスクベースのセキュリティ対策標準 

40 情報技術 (IT) 管理についてのベストプラクティス集 

41 一般の制御システム（OT）に対する国際的なセキュリティ標準 
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3.1.2. イギリス 

 

# 法・政令・ガイドライン 内容 発効日 

1 NIS 規制 2018 NIS 指令に伴うイギリス内での法律化。内容は NIS 指令に順

ずるが、業界ごとに重要インフラ事業者となるしきい値が定め

られている。 

2018/5/10 

2 サイバー評価フレーム

ワーク（CAF42） 

NIS 指令の 4 部 14 章を実現するための施策として、イギリス

にて独自策定したセキュリティ評価ツール 

2018/4/30 

3 下流ガスと電力業界向

け監督官庁ガイド 

ガス電力市場局のエネルギー業界向け監査手法についての説

明。自己評価（2019/2/5）→改善プラン(2019/4/30)→監査日程

検討（2019/Q3）→監査開始（2019/Q4） 

インシデント報告義務についても規定 

2018/11/30 

表 3.1.2.1：イギリスの電力業界向けサイバーセキュリティ対策の法規制等 

 

 イギリスの重要インフラ政策は、2016 年に、政府通信本部（GCHQ）43配下に国家サイバーセキュ

リティセンター（NCSC44）を創設し、政府内に分散していたサイバーセキュリティに関する機能

（CESG45, CERT-UK, CPNI46など）を集約して以降、これまでの民間の自主性を尊重する方針から、

政府の関与を強める方向へと変わってきている。 

 NIS 指令の発効（2018 年 5 月 10 日）にあわせて、イギリス政府は「NIS 規制 2018」を策定し、

重要インフラ事業者に対するセキュリティ対策やインシデント報告の義務化など、EU の NIS 指令

に対応する法制化を行った。 

 「NIS 規制 2018」において、電気事業者に対しても、NIS 指令と同様に対象事業者が決められて

いる（表 3.1.2.2）。NIS 指令では、対象事業者のしきい値は設定されていなかったが、イギリスでは

25 万顧客にサービスを提供する事業者であることが基本的なしきい値となっている（顧客は、人口

ではなく、契約数であることに注意）。 

 

セクター サブセクター 不可欠なサービス分類 対象事業者のしきい値 

エネルギー 電力 「供給」を担う事業者 

（電力販売または再販売） 

1. 以下の両方の基準を充たす供給事業者

（供給者としてのアグリゲーターも含む） 

・スマートメータシステムの使用 

・250,000 を超える「顧客」に供給 

2. 2 GW 以上の発電事業者 

                                                      

 

42 Cyber Assessment Framework 

43 Government Communications Headquarters イギリスの諜報機関 

44 National Cyber Security Centre, https://www.ncsc.gov.uk/ 

45 The UK government’s National Technical Authority for Information Assurance 暗号技術などの研究 
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・独立送電線に接続 

・複数発電ユニット累積容量が 2 GW 以上 

但し、原子力発電は除く（英国政府は民間原

子力セクターを NIS 指令の対象としない。） 

送電事業者 250,000 を超える「顧客」に悪影響を及ぼす

可能性のある送電事業者 

配電事業者 250,000 超える「顧客」に悪影響を及ぼす可

能性のある配電事業者 

表 3.1.2.2：イギリスの NIS 規制の対象電気事業者の定義（北アイルランド除く）47 

 

 イギリスでは、この「NIS 規制 2018」をもとに、NCSC から、重要インフラ事業者に対して、NIS

指令の 4 部 14 章を実現するために、事業者が活用する評価ツールである「サイバー評価フレームワ

ーク（CAF）」が発表された。NIS Cooperation の発表した「重要インフラセキュリティ対策参照書」

と同様に、NIS指令を達成目的するための 4項目と 14指針を示しており、類似点が多くみられるが、

個別の項目は同じではなく、NCSC が独自に作成したものである（表 3.1.2.3）。また、CAF では、

14 指針を実現するために、14 指針それぞれに合計 39 項目の対策が紐づいている。さらにその項目

ごとに対策の実施例が示されているが、それらはあくまで実施例で、4 項目 14 指針を実現するため

の手段として捉えられている。 

 

 

# NIS の達成目的 NIS 基本指針 

A セキュリティリスク管理 

Managing security risk 

A1. ガバナンス （Governance） 

A2. リスク管理（Risk management） 

A3. アセット管理（Asset management） 

A4. サプライチェーン（Supply chain） 

B サイバー攻撃に対する保護 

Protection against cyber  

attacks 

B1. サービス保護のためのポリシーと手順 

（Service protection protections and policies）   

B2. IDとアクセス管理（Identify and access control） 

B3. データセキュリティ（Data security） 

B4. システムセキュリティ（System security） 

B5. ネットワークとシステムのレジリエンス化 

（Resilient networks and systems） 

B6. 要員意識啓発とトレーニング（Staff awareness and training） 

C サイバー攻撃の検知 

Detect cyber security incidents 

C1. セキュリティ監視（Security monitoring） 

C2. 自発的セキュリティイベント発見 

（Proactive security event discovery） 

                                                      

 

47 NIS 指令及び、その参照資料（EC指令 2009/72）より作成 
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D サイバーセキュリティインシデン

トの影響最小化 

Minimizing the impacts of cyber 

security incidents  

D1. 対応と復旧計画（Response and recovery planning）  

D2. 教訓（Lessons learned） 

表 3.1.2.3：サイバー評価フレームワークのセキュリティ対策項目 

 

 CAF は、監督官庁ではない NCSC から発表されているため、規制ではないが、2018 年 11 月に、

電力業界（エネルギー業界）の規制官庁である Ofgem より発表された「下流ガスと電力業界向け監

督官庁ガイド」では、重要インフラ指定を受けた電力会社（OES）に対して、CAF に従った自己評

価を行い（2019 年 2 月 15 日）、改善計画を Ofgem に提出し（2019 年 4 月 30 日）、Ofgem が監査及

び点検スケジュールを立案し（2019 年第 3 四半期）、監査及び点検を実施する（2019 年第 4 四半期）

という計画が示されている（図 3.1.2.4）。また、ガイド内では、監査にあたっては、Ofgem または第

三者の認定事業者（事業者リストは未定）が監査を実施する予定となっていて、監査費用やそれにか

かる準備は電力会社が負担することになっている。 

 「H27 国際化調査」時点のイギリスでは、電力業界を含む重要インフラセキュリティ政策におい

て、規制を行わず、事業者の自主性に任せる方向性を示していたが、2016 年以降、セキュリティ機

能を NCSC に集約し、NIS 指令を受けて、Ofgem が電気事業者に関して監査・点検を行う発表をし

ていることから、政策の方向性に変化が見られており、今後の動向が注目される。 

 

図 3.1.2.4：下流ガスと電力業界向け監督官庁ガイドに示された監査・点検スケジュール 
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3.1.3. ドイツ 

 

# 法・政令・ガイドライン 内容 発効日 

1 IT インフラの安全性向上のため

の法律 

ドイツの重要インフラ防護に対する基本的な法律。

2009 年に発行された BSI 法48を改正したもので、

NIS 指令への先行した対応となっている。 

2015/7/17 

2 BSI 重要インフラを決定する法律 重要インフラ事業者の定義。NIS 指令よりも前に施

行されており、電力も対象となっている。 

2016/4/22 

3 エネルギー法 11 条(1a) エネルギー（電力）業界へのセキュリティ規制の根

拠法。2011 年の改正時に、電力網事業者のセキュリ

ティ対策の義務化と、規制官庁と BSI が協力してセ

キュリティ対策のカタログを作成するように求める

条項が追加された。 

2011/4/12 

4 IT セキュリティカタログ #3 に基づき、連邦ネットワーク庁（BNetzA49）が、

BSI と協力して策定した、エネルギー（電力）業界

が守るべきセキュリティ対策をまとめたもの。 

2015/8/12 

表 3.1.3.1：ドイツの電力業界向けサイバーセキュリティ対策の法規制等 

 

 ドイツでは、NIS 指令発効以前の 2015 年 7 月に、「IT インフラの安全性向上のための法律」が成

立し、重要インフラ事業者（エネルギー、情報技術、通信、運輸、衛生、水、食糧、金融）に対して、

サービス維持を目的としたセキュリティ対策の義務化が行われた。この法律において、BSI が中心と

なり、監督官庁と協力して、重要インフラ事業者に対するセキュリティ対策を推進することが定めら

れた。重要インフラ事業者は、セキュリティ対策を実施しているかの監査や認証等を受けた結果を

BSI に 2 年ごとに報告すること、及びセキュリティインシデント発生時の BSI への報告が義務付け

られた。 

 その後、2016 年 4 月には「BSI 重要インフラを決定する法律」が成立し、対象となる重要インフ

ラ事業者が定められた。ドイツの重要インフラ事業者を決定する基本的な考え方として、50 万人（顧

客ではないことに注意）にサービスを行っているかどうかがしきい値となっている。電気事業者もそ

の考え方に基づいて対象となる事業者が決められている（表 3.1.3.2）。この時点で NIS 指令は発効

していなかったが、重要インフラ事業者の指定と、そのセキュリティ対策の義務化、セキュリティイ

ンシデントの報告義務が法制化されたため、その実施要件を充たしたといえる。 

  

                                                      

 

48 https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/BSI/BSI_Act_BSIG.pdf?__blob=publicationFile 

49 Bundesnetzagentur 電気・ガス・通信・郵便・鉄道業界の監督官庁 
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分類 副分類 対象となる設備 対象設備のしきい値 

電力 発電 発電プラント ネット出力 420MW 

発電プラント（CHP）50 ネット容量 420MW 

分散型発電プラント ネット出力 420MW 

蓄電池施設 ネット出力 420MW 

発電プラントを制御、統合している設備及びシステム ネット出力 420MW 

送電 送電網 年間消費量 3700 GWh 

電力取引に関する中央プラント及びシステム 年間取引 200 TWh 

配電 配電網 年間消費量 3700 GWh 

電力計量点 接続した計量点及び供給力 

420 MW 

表 3.1.3.2：ドイツの重要インフラ対象となる電気事業者の定義51 

 

 ドイツにおける電力業界のセキュリティ規制は、2011 年 4 月に改正されたエネルギー法 11 条(1a)

を法的根拠としている。このエネルギー法に基づき、BSI の協力のもと監督官庁である BNetzA が策

定した「IT セキュリティカタログ」が、電力送配電事業者の順守すべきセキュリティ対策である。 

 この「IT セキュリティカタログ」では、送配電サービス提供に影響を与える通信やデータ処理シス

テムに対して、ISMS52（ISO/IEC27001）に沿ってセキュリティ管理の PDCA を回す仕組みを整える

ことに加え、具体的なセキュリティ対策として、ISO/IEC 27002 及びエネルギー業界向けの ISO/IEC 

27019 を実装することが順守対象となっている。 

 ドイツの全ての送配電電気事業者は、2018 年 1 月 31 日までに、ドイツ認定評議会（DAkks53）が

認定した認証機関より、監査を受け認証を取得し、BSI に証明書を提出することが求められた。監査

手法については、順守対象が ISMS の標準であるため、一般の ISMS 監査に順ずるものと思われるが、

制御システムにおける実施方法などの具体的な監査方法については、公開されていない。 

 注意すべきは、この「IT セキュリティカタログ」は、重要インフラ保護政策の一環である「IT イン

フラの安全性向上のための法律」とは別の施策であるため、例えば、年間電力消費量が 3,700 GWh 以

上の送配電事業者は、BSI へ 2 年毎に、「IT セキュリティカタログ」の順守状況の報告（認証取得）

や、BSI へのセキュリティインシデント報告の義務などが課せられる。 

  

                                                      

 

50 Combined heat and power 熱併給形コンバインド発電プラント（電力と熱を同時に供給するプラント） 

51 各しきい値の根拠を示す。1人当たり年間平均 7,375 kWh の電力消費があるとして、50万人へのサービスは、7,375 kWh/yr

×500,000 ≂ 3,700 GWh/yr の送電、配電消費と考えられる。また、これを発電容量に換算すると、3,700 GWh/yr ÷(365×24h) 

= 420 MW となる。（200 TWh に関する根拠は記載がなく不明） 

52 Information security management system、日本でも一般的な情報システムセキュリティ監査 

53 The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH、ドイツにおける認証機関の認定機関。海外の機関も認定対象。 
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3.1.4. フランス 

 

# 法・政令・ガイドライン 内容 施行日 

1 法律「LOI n° 2013-1168」 重要インフラ（OIV54）保護規定 2013/12/8 

2 政令「Décret n° 2015-351」 OIV に対する規制に関する政令。 2015/5/27 

3 法「LOI n° 2018-113」 NIS 指令に対応する法律 2018/2/26 

4 政令「Décret n° 2018-384」 NIS 指令に対応する政令 

（重要インフラの定義など） 

2018/5/23 

表 3.1.4.1：フランスの電力業界向けサイバーセキュリティ対策の法規制等 

 

 フランスでは、NIS 指令発効以前の 2013 年 12 月に、国防戦略の一部として、法律「LOI n° 2013-

1168」（別名：CIIP55法）が成立し、重要インフラ事業者（OIV）は、国防のためにセキュリティ対

策を実施することと、国防安全保障局（SGDSN56）の配下にある ANSSI、他の州のサービス、また

は認定委託事業者による監査を受けることの義務が定められた。具体的なセキュリティ対策や監査の

方法についてはこの時点で決まっていないものの、適切なセキュリティ対策を行わなかった場合には、

15 万ユーロの罰金が課される旨の記載がある57。 

 その後、2015 年 5 月に発令された、政令「Décret n° 2015-351」では、OIV である事業者は、重

要情報システムのリスト58を作成し ANSSI に提出し、その重要情報システムに影響を与える可能性

のあるセキュリティイベントを検知する仕組みを導入することが義務付けられた。この検知システム

は、ANSSI、他の州のサービス、または認定委託事業者によって提供される。また、この政令では監

査の手法についても CIIP 法よりも詳しい記載があり、あるシステムに対する監査は最低 1 年の間隔

をあけることや、監査人に対して、「セキュリティ監査に必要な情報（機器やソフトウェアの技術文

書、ソフトウェアのコード等）」及び「システム分析のために、対象システム及びすべてのコンポー

ネントに対してアクセスする手段」を提供することが求められている。 

 CIIP 法及び政令「Décret n° 2015-351」には、電気事業者特有の記載はないが、フランスでは、他

の欧州の国のように電力自由化が進んでおらず、もともと完全な国営で現在でも大半の株式を国が保

有するフランス電力（EDF59）が、フランス国内における発電、送電、配電のサービスの大半を担っ

ており、最も重要な OIV 事業者の一つであることは間違いないと考えられる。 

 NIS 指令に合わせて策定された、法「LOI n° 2018-113」、政令「Décret n° 2018-384」におい

て、NIS 指令に順ずる内容が記載されており、対象となる電気事業者の定義も行われているが（表

3.1.4.2）、他国のようなしきい値の指定はない。 

                                                      

 

54 Operateurs d’Inportance Vitale (Operators of vital importance) 

55 Critical Information Infrastructure Protection 重要情報インフラ防護 

56 Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (the General Secretariat for Defence and National Security) 

57 22条 4項に記載がある。 

58 機密として非公開とする旨が政令に記載がある。 

59 Électricité de France 
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セクター サブセクター 不可欠なサービス分類 対象事業者のしきい値 

エネルギー 電力 供給事業者 電力を個人または法人に販売・再販する事

業者（最終顧客に販売、電力供給者への電力

の販売、電力取引所の運営） 

配電事業者 配電（配電網の管理と管理、接続の管理、メ

ーターの管理） 

送電事業者 送電（送電網の実施・監督、需給バランス、

連系管理） 

表 3.1.4.2：フランスの重要インフラ対象となる電気事業者の定義 

 

 参考までに、SGDSN が 2017 年 1 月に公開しているレポート60によると、重要インフラ事業者の

総数は 12 セクター253 事業者、重要情報システムの登録数は 1,381 となっており、エネルギー事業

者（電力、石油、ガス）は 31 事業者となっている。 

 ANSSI は、重要インフラ事業者向けに 20 カテゴリに及ぶ「サイバー衛生対策（Cyber Hygiene 

measures）61」を公開しているが、20 カテゴリの紹介のみで具体的な対策の詳細の記述はない。ま

た、電気事業者に特化したセキュリティ対策や監査の手法については、現時点では公開されていない。

しかし、法と政令では、かなり厳しい監査の実施の記載があるため、何らかの方法で監査実施をして

いるものと思われる。 

 

サイバー衛生対策項（Cyber Hygiene measures） 

情報保証ポリシー（Information assurance policies），ネットワークマッピング（Network 

mapping） ,  セキュリティ保守（Security maintenance），セキュリティ認定（Security 

accreditation），ログ取得（Logging），ログ相関分析（Logs correlation and analysis）、検知

（Detection），セキュリティインシデント処理運用（Security incidents handling），セキュリテ

ィ警告処理運用（Security alerts handling），危機管理（Crisis management），ID 特定

（Identification），認証（Authentication），アクセス制御と権限管理（Access control and 

privileges management），管理者アクセス制御（Administration access control），管理システ

ム（Administration Systems），システムとネットワークの区分分け（Segregation in systems 

and networks），トラフィック監視とフィルタリング（Traffic monitoring and filtering），リモ

ートアクセス（Remote access），システム設置（Systems set up），痕跡情報（Indicators） 

表 3.1.4.3：フランスの重要インフラセキュリティ対策「サイバー衛生対策」 

 

  

                                                      

 

60 http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/03/plaquette-saiv-anglais.pdf 

61 https://www.ssi.gouv.fr/en/cybersecurity-in-france/ciip-in-france/faq/ 
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3.1.5. 米国 

 

# 法・政令 内容 施行日 

1 連邦電力法 215/215A 条 2005 年エネルギー政策法（Energy Policy Act of 

2015）62によって、連邦電力法に 215 条が追加され

た。215 条では、電力信頼度機関（ERO63）に指定

された機関は、大規模電力システムをもつ事業者に

対して標準を策定して強制させることが定められ

た。2015 年 12 月には、215A 条が追加され64、緊急

事態における電力システムのセキュリティとレジ

リエンスの改善や重要な電力システムの情報を保

護することなどが義務付けられた。 

2005/8/8 

2 FERC 指令 706 号 大規模電力システムをもつ電力会社に対して、

NERC CIP 標準の順守が法的に義務化された。 

2008/1/18 

3 NERC CIP 標準 NERC が電力の安定供給を目的として策定する大

規模電力システムに関するセキュリティ規制。規制

対象となる設備の具体的なセキュリティ対策が記

載されている。 

2005/4/1 

(Ver.1) 

2016/1/21 

(Ver.6 承認) 

4 NERC 標準順守の監視・執行の

手引き 

NERC の監査官向けの監査執行ガイド。監査の一貫

性と品質維持を目的として策定された。NERC CIP

だけでなく監査対象となる標準の監査の進め方の

手引きなどが記載されている。 

2014/4/30 

(Ver.1) 

2018/2/9 

(最新の改訂) 

表 3.1.5.1：米国の電力業界向けサイバーセキュリティ対策の法規制等 

 

 本調査は、欧州を中心とした調査であるが、比較・対照のために米国の電気事業者向けのサイバー

セキュリティ対策の規制と監査の在り方についても調査を行った。 

 米国では、重要インフラ防護政策（2013 年の大統領令 13636 号）の以前から、電力の安定供給を

目的として、大規模電力システムをもつ電気事業者に対する規制が存在した。背景として、2003 年

8 月に発生した北米北東部の大規模な停電事故がある65。この停電事故により約 5,000 万人に影響が

出たとされ、電力網の安定化が急務となった。その結果、2005 年の電力法改正 215 条によって ERO

の役割が規定され、2006 年 4 月、民間団体である NERC が FERC より ERO に指定された66。  

 その後、2007 年 3 月の FERC 指令 693 号で NERC が策定した 83 の電力保安に関する標準が義

                                                      

 

62 https://www.congress.gov/109/plaws/publ58/PLAW-109publ58.pdf 

63 Electric Reliability Organization 

64 https://www.ferc.gov/media/news-releases/2016/2016-4/11-17-16-E-4.asp#.XIPdCij7Q2w 

65 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/pdf/nayousar2.pdf#page=28&zoom=100,0,0 

66 https://www.nerc.com/news/documents/history%20of%20nerc_january2018.pdf 
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務化され、2008 年 1 月の FERC 指令 706 号において、電力の安定供給を目的とした電力システムの

サイバーセキュリティ対策を示した NERC CIP 標準が義務化されることとなった。 

 NERC CIP 標準は、2019 年現在、11 科目からなっており、2005 年の策定開始から FERC の指

示・承認のもと定期的に更新されている（表 3.1.5.2）。電力システムに特化した標準であるため、CIP-

002 にあるように、標準内に規制の対象となる「大規模電力システム」のしきい値を定義している点

が特徴である67。また、科目内の要件に具体的な対策例までの記載がある「チェックリスト型」とな

っており、監査時に、項目実施の可否が分かりやすい状態となっている。ただし、「チェックリスト

型」の欠点として、脅威と防御技術の進歩や、電力システムの環境変化に応じて、要件に記載された

具体的な対策内容が古くなりやすいという問題がある。従って、米国では、NERC CIP 標準への対

応は、最低限のベースライン対策として捉えられており、電気事業者にとって、十分なリスク低減に

必要なセキュリティ対策は、他のガイドライン等（NIST Cybersecurity Framework、ES-CM268等）

を参照することで補うという考え方が一般的である。 

 

科目番号 科目名 概要 

CIP-002-5.1a 大規模電力システム（BES69） 

サイバーシステム分類 

BES サイバーシステムと関連するシステムの定義及び分類 

CIP-003-6 セキュリティ管理統制 セキュリティ管理の確立。BES サイバーシステムを保護す

るための行動計画の策定・実施 

CIP-004-6 人事とトレーニング BES サイバーシステムに電子的・物理的にアクセスする人

に対するトレーニング、啓発活動 

CIP-005-5 電子的セキュリティ境界 BES サイバーシステムを含むシステムに対する電子的なア

クセス境界の決定とセキュリティ対策 

CIP-006-6 BES サイバーシステムの 

物理セキュリティ 

BES サイバーシステムを物理的に保護するための行動計画 

CIP-007-6 システムセキュリティ管理 BES サイバーシステムのセキュリティ対策 

CIP-008-5 インシデント報告と対応計画 BES サイバーシステムのインシデント報告と対応計画 

CIP-009-6 BES サイバーシステムの 

復旧計画 

BES サイバーシステムのセキュリティインシデント時の復

旧計画の策定 

CIP-010-2 設定変更管理と脆弱性評価 BES サイバーシステムを保護するための設定変更管理と脆

弱性検査の要件の策定 

CIP-011-2 情報保護 BES サイバーシステムの誤作動、不安定性につながる侵害

から保護するための情報保護ポリシーの策定 

CIP-014-2 物理的セキュリティ 物理的な攻撃から送電制御所や変電所を守るための対策 

表 3.1.5.2：NERC CIP 標準の 11 科目と概要（2019 年 3 月時点）  

                                                      

 

67 他の電力システムに特化しない標準（ISO27019、IEC62443 など）は、セキュリティ要件の対象システムを規定していない。 

68 Electricity Subsector Cybersecurity Capability Maturity Model 電力分野サイバーセキュリティ能力成熟度モデル 

69 Bulk Electric System 
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 NERC に登録している事業者数は 1,400 以上あり70、NERC CIP 標準の監査は、NERC 所属の７

つの地方組織71によって分担されて実施されている。BES サイバーシステムを保有し、具体的な監査

方法に関して、特筆すべき点は、保安監査（Operation＆Planning）と CIP 標準の監査を並行して同

じ監査チームが行う点である72。CIP 標準の監査間隔については、NERC 公開資料73によると 3 年

（FRCC 地域のみ 6 年）との記述がある。また監査期間は、電力会社の規模によって異なると思われ

るが、公開情報74によると 4-6 ヶ月という報告があるため長期間かかるものと考えられる。また同資

料には、NERC監査で準備した証跡書類が約 800、約 25,000ページに及んだことが記載されており、

監査に係る大量のドキュメント作業が事業者の負担となっていることが推察される。 

 NERC 監査手法については、2014 年に NERC から監査人向けの手引き書が公開されており、定

期的に更新されている。この監査人向けの手引書において、監査手順は、「監査計画」「監査現地作業」

「監査報告」の３段階に整理されており、それぞれの段階での作業についても、必要な作業や注意事

項について細かく記載がある（図表 3.1.5.3）。NERC は FERC から ERO に指定される以前は、民間

団体として任意のガイドラインを策定し、北米の電力会社をサポートしてきた歴史的背景から、監査

団体でありながら、同時に改善のためのコンサルティングや、セミナー、トレーニング、サイバー演

習なども提供しており、電気事業者のセキュリティ対策のベースラインを確保しつつ、対策の実効性

を高めるための工夫がされている。 

 

タスク番号 タスク名 タスク概要 

01-0000 監査計画 監査の範囲決定、監査チームの招集・説明、独立性の確認、監査通知セット準備、 

監査通知セット送付、サンプリング・テスト概要 

02-0000 監査現地

作業 

事前の書類レビュー、追加書類要求、最終の計画打合せ、監査開始プレゼンテー

ション、担当専門家聞き取り調査、結果の書類化、発見事項書、監査チームのデ

ブリーフィング、状況ブリーフィング、監査チーム結論、ブリーフィングまとめ 

03-0000 監査報告 作業書レビュー、規制とリスクアセスメントに関する打合せ、報告書ドラフト作

成及び管理者へ引き渡し、報告書ドラフトの送付、最終レポート、作業書管理、

教訓振り返り 

図表 3.1.5.3：NERC 標準順守の監視・執行の手引きの監査手順概要 

  

                                                      

 

70 https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/09/f36/NERC%20Compliance%20Registry%202017-09-07.xlsx 

71  Florida Reliability Coordinating Council (FRCC), Midwest Reliability Organization (MRO), Northeast Power 

Coordinating Council (NPCC), ReliabilityFirst (RF), SERC Reliability Corporation (SERC), Texas Reliability Entity (Texas 

RE), Western Electricity Coordinating Council (WECC) 

72  状況によって片方のみということもあるが、両方一度に実施することが多い。例）WECC の監査スケジュール

https://www.wecc.org/Administrative/2019%20US%20Audit%20Schedule%20Draft.pdf 

73 https://www.nerc.com/files/FRCC_2010_Implementation_Plan_11_30_09%20-%20FINAL.pdf 

74 https://www.aeso.ca/assets/Uploads/CIP-Pilot-Audits-Lessons-Learned-Nov-20-2018.pdf 
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3.2. 有識者ヒアリング調査 

 

3.2.1. 門林教授へのヒアリング結果要旨 

 本分野においての知見が深く、NECOMA プロジェクト75など海外との研究成果を上げ続けられてい

る奈良先端科学技術大学 サイバーレジリエンス構成学研究室 門林雄基 教授に、有識者として、本調

査に関するご意見をいただいたので以下の表にまとめた（表 3.2.1.1）。 

 

項目 ご回答 

電力セキュリティ監査に

ついてのご意見 

日本の電力事業の自主保安の考え方からすると監査というものは強すぎるのでは

ないか。背景として国営ではなく、民営から始まっているという文化がある。 

海外・他業界のおける事

例のご意見 

米国の電力システムのサイバー規制である NERC CIP についてドキュメント作業

が多すぎて大変だという話を、米国の担当者から聞いたことがある。 

実効性という意味では、フランスの取組が参考になるのではないか。フランスでは、

ANSSI が重要インフラ事業者に対して、システムに重点を置いた監査を行ってい

ると聞いている。 

電力システム監査の今後

についてのご意見 

仮に基準ができたとしても、制御システムの監査は技術的にも難しいため人材面で

課題がある。産業サイバーセキュリティセンターの卒業生を活用するなどを検討し

てはどうか。 

表 3.2.1.1：門林教授へのヒアリング結果要旨 

 

3.2.2. 渡辺教授へのヒアリング結果要旨 

 本分野においての知見が深く、産業サイバーセキュリティ研究会電力サブワーキンググループ76の座

長を務められている名古屋工業大学 社会工学専攻 経営システム分野 渡辺 研司 教授に、有識者

として、本調査に関するご意見をいただいたので以下の表にまとめた（表 3.2.2.1）。 

 

項目 ご回答 

電力セキュリティ監査に

ついてのご意見 

電力システムについては、現場力がものをいうところがあり、監査人が育っていな

い現状では対応できないのではないか。「電力制御システムセキュリティガイドラ

イン」のように適合性の確認が難しいものを、第 3 者が監査を請け負う場合、事案

が発生した場合の監査責任が重すぎて難しいと思われる。 

海外・他業界のおける事

例のご意見 

電力は、地域または国内の問題であるが、金融の場合は、国際的につながっており、

お互い様の側面が強く、セキュリティに対して相互に協力し合う意識が高い。 

電力システム規制の今後

についてのご意見 

実効性を重視するならば、個別のセキュリティ対策の監査ではなく、改善プロセス

が回っているどうかを確認する（監査もしくは認証）が望ましいのではないか。 

例えば、事業継続に関する演習を実施して、問題点を洗い出し、電力制御セキュリ

                                                      

 

75 http://www.necoma-project.jp/ja 

76 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_seido/wg_denryoku/index.html 
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ティガイドラインに沿った改善プランを策定し、それを実際に行っているかどう

か。このプロセスでは問題がないことを確認するのではなく、問題が出ることが当

たり前だという共通認識を関係者で共有することが重要である。セキュリティに完

璧はないので、このような改善プロセスそのものを確認する（監査もしくは認証）

のが良いのではないか。 

表 3.2.2.1：渡辺教授へのヒアリング結果要旨  
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3.3. 欧州ヒアリング調査 

 

3.3.1. 欧州ヒアリング先一覧 

 

国 訪問先 分類 概要 

イギリス NCSC（国家サイバーセキュリテ

ィセンター） 

政府 イギリスの国家 CERT でもあり、民間へのイ

ンシデント通報窓口でもある。 

ドイツ A 社 政策シン

クタンク 

ベルリンに本拠を置く政策シンクタンク。ドイ

ツ政府に政策の提言を行う。 

ドイツ B 社 電力会社 多国籍電力会社の 100%子会社の配電事業者。 

フランス 原子力・代替エネルギー庁 

（CEA：Commissariat à l’énergie 

atomique et aux énergies 

alternatives） 

政府研究

所 

軍需・民需を問わずに原子力の開発応用を推進

する政府機関であるが、原子力以外にも、サイ

バーセキュリティに関するハードウェア研究、

暗号等を研究する部門も有する。 

フランス フランス電力 

（EDF：Électricité de France） 

電力会社 フランスの大部分の発電、送電、配電、小売を

担う電力会社。2004 年まで国有であり、今でも

大半の株式を国が保有する。発電の 80%以上が

原子力発電であり、政府との関係が深い。 

図表 3.3.1 ヒアリングを行った政府及び関連機関と電力会社 

イギリス 

NCSC 
ドイツ 

政策シンクタンク（A 社） 

電力会社（B 社） 

 

フランス 

CEA 

EDF 
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3.3.2. イギリス 

 NCSC にヒアリングした内容と文献調査内容をもとに、イギリスの監査について分かったことを

以下の表にまとめた。 

 

調査項目 ヒアリング・調査内容 

サイバーセキュリティ規制

の背景・目的 

2016年の 5か年サイバーセキュリティ戦略にて、重要インフラ防護に対する政策が強化

された。これまでは事業者任せだったが、脅威の進捗や NIS指令など動きもあるなか

で、政府としては民間対策の「進捗が遅い」との認識に至り、規制や監査を実施する方向

となった。但し、NSCSは、監督官庁ではない中立な機関であり、CERT機能やトレーニ

ングなど、民間に対してボランティアベースで提供して、関係を構築してきた経緯がある

ため監査には直接関わらない。 

対象電力会社の数 数十社程度（NCSC ヒアリングより） 

監査主体 監督官庁または認定委託事業者（認定事業者の選定は NCSCがサポート予定） 

監査人のスキル 不明。但し、アウトカム重視77の場合、対策とアウトカムの紐づけが十分かどうかの判断が

難しく、高いスキルが求められると推測される。（NCSCがサポートする可能性もある。） 

監査手法 アウトカム重視の達成度確認。 

コンプライアンス Ofgem主導で監査を実施するが、NCSC との相談において、CAF実施項目に優先度

をつける可能性があるとの話があった。つまり、必ずしも全項目できていることを目指すの

ではなく、事業者のレベルを見ながら段階的に改善する方針であることから、政府として

コンプライアンスを確認する意図は高くない。 

実効性 アウトカム重視の達成度確認の監査であるため、チェックリスト型よりは、脅威や技術の進

歩に対する柔軟性が高く、実効性も高いと考えられる。但し、39項目しか確認項目がな

い分、CAFの 4項目達成を実現するには、電気事業者の自助努力が求められる。 

機密情報の扱い 未実施のため、未定。但し、CAFの確認項目を見る限り、機微な情報までが証跡に必要

になる可能性は低いと考えられる。 

セキュリティ対策費用 

（対応項目の数で判断） 

39項目しか確認項目がない分、CAFに対応する費用は低いのではないかと推測される

が、リスク評価の結果によるため一概には言えない。 

事業者の監査対応費用

（期間とドキュメント作業量） 

未定。自己評価シート提出のための実施期間は 3 ヶ月程度で、39項目しかないので、ド

キュメント作成工数は比較的少ないのではないかと考えられる。 

1回あたりの監査実施費用 未定。だが確認項目が少ないため、おそらく安い。 

監査後の対応 未定。改善プランの提出が求められているので、再実施ではないかと考えられる。 

特筆事項 CAF項目は重要インフラで共通であり、業界ごとにカスタマイズの余地がある。Ofgem

がサイバーセキュリティ規制において監督官庁となることで、サイバーセキュリティ対策の

費用対効果の判断を自身でできるようになった。対策費が反映される電気料金との兼ね

合いで、事業者に要求するセキュリティ対策に優先順位をつけることができる。また、アウ

                                                      

 

77 対策を細かく規定するのではなく、対策の結果どうなったかの方に着目する考え方。CAF でいえば、39 項目の対策の実施よ

りも、その結果、4項目 14指針を達成できているかどうかの「アウトカム」を重視する考え方。 
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トカム重視のリスクベース型については十分性の判断が難しいので、Ofgem担当者に対

しても、政策判断に必要な最低限のセキュリティ教育も重要。 

表 3.3.2.1 イギリスの電力システム監査について 

 

3.3.3. ドイツ 

 政策シンクタンク A 社・配電事業者 B 社にヒアリングした内容と文献調査内容をもとに、ドイツ

の監査について分かったことを以下の表にまとめた。 

 

調査項目 ヒアリング・調査内容 

サイバーセキュリティ規制

の背景・目的 

2011年に原子力発電全廃時期を 2022年に早め、急速に再生可能エネルギーの導入

を進めてきたドイツでは、他国との連系も踏まえ、電力網安定化の重要性が増しており、

サイバーセキュリティ対策も NIS指令に先立つ形で、2011年のエネルギー法 11条のよ

うに、重要インフラ保護の施策より、電力網保護の観点で政策が進められている。 

対象電力会社の数 約 900社 （ITセキュリティカタログは全ての送配電事業者に適用されるため）78 

監査主体 国の認定機関（DAkks）から認定を受けた委託事業者。DAkksは元々あった監査機関

の認定機関であり、ドイツの監査文化を反映した仕組みといえる。 

監査人のスキル ISMS監査であるため、ペネトレーションテストはなく、現地調査及びインタビューが主体

となるため、詳細なマニュアルがあれば高度なスキルは不要と考えられる。実際、ITセキ

ュリティカタログ対応で各電力会社が一斉に監査が必要となった際には、人不足に陥っ

たため、経験の浅い監査人が派遣され適切な監査ができなかったことがあり、ドイツ連邦

エネルギー・水道事業連合会（BDWE）79から政府に苦情を申し入れたこともあるらしい。 

監査手法 ITセキュリティカタログに対する適合性認証を電気事業者が取得し、BSIに提出する。 

コンプライアンス BNetzAが法に基づき定めた ITセキュリティカタログを、電気事業者に実装させて、認

証を取得することを義務付けており、政府、電力会社の説明責任は果たされている。 

実効性 ITセキュリティカタログは、リスクベースの対策のため、電気事業者のセキュリティ担当者

や監査人のスキルに依存する。効果的な監査とするため、インタビュー時の効果的な質

問項目を認証機関内でシェアするなどの工夫が行われており、質問項目のリストの蓄積

が進めば実効性も高まるものと思われる。 

機密情報の扱い BSIが監査会社の監査人と契約を行い、「機微な情報の外部非公開」と「電力会社で発

見したことを報告」を義務づけており、個人レベルで縛っている。また、ISO 27019は、も

ともとドイツのエネルギー業界（BDWEなどが関与）で策定した DIN 2701980 が国際標

準化したものであり、確認に機微情報を含まないようにしている。また、監査人には「閲覧

のみ」などの対応を求めて、機微情報の漏えいに気を付けている。 

セキュリティ対策費用 高い。ISO27001でしっかり PDCAを回せる体制を構築し、かつ OTシステムに対し、

                                                      

 

78 https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_jigyo/germany/detail/1231564_4782.html 

79 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 

80 Deutsches Institut für Normung の略でドイツ規格協会の意 
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（対応項目の数で判断） ISO27002及び ISO27019の実施を行うことを考えると、かなりの費用が想定される。し

かし、ドイツではセキュリティ対策費用を電力料金に反映することに、課題意識がない。 

事業者の監査対応費用

（期間とドキュメント作業量） 

通常のサイズの電力会社で 7～10 日間の監査実施。大きいところでも 11 日。監

査期間中の監査人の対応と証跡準備が必要となる。 

1回あたりの監査実施費用 概算値で数百万円。 

監査後の対応 再実施。2～3 ヶ月後に実施する。罰金は科せられることはないし、罰金自体は問題でな

い。それより、違反企業は公開されるため、企業評判低下リスクの方より重要である。 

特筆事項 ドイツは、もともと、機器認証や監査の文化があり、OTセキュリティ対策も、その文化を敷

衍することで実施している。OTシステムセキュリティのようにスキルを要する対策の実効

性については実態を見ないと分からないが、少なくとも「BSIは事業者が認証を取ったか

どうかしか興味がない」というコメントもあったので、実効性よりはコンプライアンス重視の

施策といえる。 

表 3.3.3.1 ドイツの電力システム監査について 

       

3.3.4. フランス 

 CEA、EDF にヒアリングした内容と文献調査内容をもとに、フランスの監査について分かったこ

とを以下の表にまとめた。 

調査項目 ヒアリング・調査内容 

サイバーセキュリティ規制

の背景・目的 

フランスでは、元国営で今でも株式の大半を国が保有する EDFが発電、送電、配電を

寡占していることと、また発電の 80%以上を原子力発電に頼っているという特異な事情も

あり、電力を含む重要インフラセキュリティ政策は、国防の視点で捉えられている。そのた

め、重要情報インフラシステムレベルで ANSSIへの登録が必要で、さらにソースコード

の開示までの監査を求めている。また、ANSSIが、主に国内製の機器やサービスに認

証（セキュリティ VISA）81を与えて、重要インフラ事業者の利用を推進するなど、他の欧

州の国とは異なる独自のアプローチをとっている。 

対象電力会社の数 ほぼ１社（EDF）が主 

監査主体 ANSSI（文献では、州サービスや、ANSSI選定の委託業者もあったが、ヒアリングでは、

ANSSIのみであった。） 

監査人のスキル 非常に高い。ANSSIは国防安全保障局（SGDSN）の配下にあり、軍から情報や人材の

供給がされている。また、CEAのような研究所に資金を投入し、監査のための半自動化

チェックツールを作成するなど、監査人の負担を減らす努力も併せて実施している。 

監査手法 ANSSIが、イベントドリブン（WannaCryのような事案発生等）で、不定期にシステム監

査を直接行う。電力システムのレプリカ等にペネトレーションテストを実施する場合あり。 

コンプライアンス 登録された重要インフラ事業者や重要情報インフラシステムは機密のため公開されてい

ない。国も事業者も、規制を順守していることを公に説明する責任は果たしていない。 

実効性 レプリカとは言え、実際の設備に踏み込んで検査しているため、実効性は非常に高い。 

                                                      

 

81 https://www.ssi.gouv.fr/en/actualite/the-anssi-security-visa-by-the-french-national-cybersecurity-agency/ 
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機密情報の扱い 半国営ということもあり、軍事機密扱いである。監査時に自動化チェックツールを使うこと

で、機微な情報に触れなくてもよい側面がある。 

セキュリティ対策費用 

（対応項目の数で判断） 

不明。但し、EDFは世界規模の電力会社であるため、資金は潤沢にあるものと考えられ

る。発電、送電、配電、全ての部門で監査やテスト用のレプリカを保持しているとの話があ

り、また、ANSSI推奨製品を購入していれば、対策費用は相対的に高いと考えられる。 

事業者の監査対応費用

（期間とドキュメント作業量） 

不明。但し、いつ ANSSIに来られても良いように、レプリカの準備やメンテナンス、ドキュ

メント整理などは緊張感をもって行われていると考えられる。 

1回あたりの監査実施費用 不明。但し、監査というよりは、逐次気になる点の確認という形なので、１回あたりの費用

はそこまでかからないと思われる。 

監査後の対応 問題があれば修正して再度確認。 

特筆事項 フランスは、国防というアプローチなので、他国とは大きく状況が異なる。セキュリティ管理

よりも、システム保護を最重視した手法。 

表 3.3.4.1 フランスの電力システム監査について 



- 26 - 

 

4. 考察 

4.1. 調査結果比較 

 2 章、3 章の調査内容をもとに、調査対象国の電力システムセキュリティの監査について分かった

ことを以下の表にまとめた。 

比較項目 イギリス ドイツ フランス 米国 

サイバーセキュリティ 

規制の背景・目的 

民間対策の遅れ 

電力の安定供給 

電力の 

安定供給 

国防 電力の 

安定供給 

規制開始時期 2018年 5月 2011 年 4月 2013年 2月 2008年 1月 

対象電力会社数 数十社程度 約 900社 ほぼ１社（EDF） 1,400 社以上 

監査主体 監督官庁または 

認定委託事業者 

国の認定機関から 

認定を受けた 

委託事業者 

ANSSIまたは 

州サービスまたは 

ANSSI認定事業者 

国から権限を 

委譲された民間団体 

（NERC下部組織） 

監査人のスキル 未実施ため不明 

（高い人が必要？） 

一般監査人 

スキル不足指摘 

軍から人材供給 

半自動化ツール 

詳細な監査ガイド有 

10年の積み上げ 

監査手法 アウトカム重視の 

達成度確認 

認証取得 ペネトレーション 

テスト 

NERC CIP 

標準 

コンプライアンス △ 

（CAF に優先順位） 

〇 

最低限の管理策 

× 

（対外公表なし） 

◎ 

ベースライン確保 

実効性 〇 

アウトカム重視 

リスクベース型 

△ 

監査人依存 

リスクベース型 

◎ 

事案ごとに実施 

リスクベース型 

△ 

規制更新に時間要 

チェックリスト型 

機密情報の扱い 未定 

そもそも機密不要？ 

監査人と BSI の

NDA、 

閲覧のみ 

軍機密の扱い 

ソースコードレベル

まで公開 

民間電力団体のため 

身内扱い 

セキュリティ対策費用 

（対応項目の数で判断） 

安い 

（事業者による 

39 項目実施） 

普通 

 

とても高い 

（国内の認証 

製品推奨など） 

高い 

事業者の監査対応費用 

（期間と書類作業量） 

未定だが 

他と比較して安い 

普通 

（11日、証跡準備） 

安い 

（随時） 

とても高い 

（４～６ヶ月） 

1回当りの監査実施費用 未定だが、 

他と比較して安い 

普通 

数百万円 

システム単位 

安いが回数多い 

高い 

監査後の対応 未定だが 

おそらく再実施 

再実施 

（3か月後） 

再実施 改善計画 

（悪質な場合罰金） 

表 4.1.1 電力システム監査の調査結果の各国比較82 

 

                                                      

 

82 費用に関してはドイツを基準とし、対策項目数や実施期間などの情報から、高いか安いかを推測している。 
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 また、国ごとの監査体制を図にまとめた。欧州の国の太字枠で囲われた政府機関は、NIS 指令対応

における監督官庁として指定されているものである。 

 

 

図 4.1.2 イギリスの電力システムセキュリティ監査体制 

 

 

図 4.1.3 ドイツの電力システムセキュリティ監査体制 
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図 4.1.4 フランスの電力システムセキュリティ監査体制 

 

 

図 4.1.5 米国の電力システムセキュリティ監査体制 
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 こうして各国の電力システムセキュリティ監査について比較してみたところ、調査国すべてが異な

る監査手法を取っていることが分かった。各国の特徴を一言でまとめると、イギリスは「NCSC が培

ってきた民間との信頼をベースにしたアウトカム重視の監査」、ドイツは「認証・監査文化を制御シ

ステムに敷衍した監査らしい監査」、フランスは「国防を目的とし、軍からの潤沢な人材と研究をも

とにしたシステム重視、実効性重視の監査」、そして米国は「民間団体である NERC が実施するベー

スライン確保のためのチェックリスト型監査（証跡のドキュメント過多）」といったところだ。 

 いずれにせよ、「H27 国際化調査」の考察でもあるように、ある国の電力セキュリティ政策は、

実施に至る経緯、国民性や政府と電力会社の関係によって決まる。欧州においては、NIS 指令での方

向性はあるものの、詳細の実装は各国バラバラとなっている点が興味深い。 

 

4.2. 我が国への適用性検討 

 前節の検討を踏まえて、我が国において監査を実施する場合、同じ調査項目について、他国の例を

適用する場合の課題や留意事項について考察した結果をまとめた。 

調査項目 課題・検討内容 

サイバーセキュリティ規制

の背景・目的 

電力制御システム等のサイバーセキュリティ維持を目的として、2016年 5月に「電力制

御システムセキュリティガイドライン」を制定。同年 9月には電気事業者の事業法である

電気事業法の改正において、同ガイドラインが技術基準として参照されるに至り、対策が

義務化された。 

対象電力会社の数 786社（参考：登録電気事業者一覧83） 

監査主体 これまでの電気事業法の立ち入り検査であれば、各地域の経済産業省産業保安監督部

職員等 

監査人のスキル サイバーセキュリティの知見を養う必要がある。知見の蓄積については、ドイツのようにヒ

アリングシートにノウハウを蓄積する方法がある。 

第三者委託事業者の活用については機密保持の課題がある。 

監査手法 監査人のスキルと比例する。立ち入り検査では、「チェックリスト型」の実施形式となると思

われるが、仮に高度な人材が数名でもいるのであれば、「リスクベース型」の監査実施が

可能となる。 

コンプライアンス 電気事業法に基づき、「電力制御システムセキュリティガイドライン」の順守を確認。 

政府が行っている規制を電気事業者が順守していることを確認することによる、一定のコ

ンプライアンス確保。 

実効性 「チェックリスト型」⇒「リスクベース型評価」⇒「ペネトレーションテスト実施」と段階を追っ

て難度と費用が高くなるが、その分実効性は高くなる。フランスのように自動化チェックツ

ールを開発することで、監査人のスキル不足を補うことができる。 

また、イギリスのように、セキュリティ対策の実施よりも、その結果どういう状態になったかの

「アウトカム重視」の考え方も実効性が高いと考えられる。 

                                                      

 

83 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/electric_transmission_list/ 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/004/list/ 
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参考）アウトカム重視 vs 実施項目重視（チェックリスト） 

例えば、「USB メモリの使用の禁止」というセキュリティ対策の目的が、「外部からのマル

ウェアの混入防止」であったとする。実施項目重視の考え方は、「USB メモリの使用の禁

止」をやっているかどうかを重視する。しかし、USB メモリ以外の方法で、例えば

Bluetoothのような技術でシステムとのデータがやり取りできるようになるなどの環境変化

が起こった場合に、「外部からのマルウェアの混入防止」が実現できなくなる。チェックリス

ト型の弊害として、対策が明確な分、それさえやればいいという考え方に陥りやすく、この

ような環境変化に弱い場合がある。一方、アウトカム重視の考え方は、「外部からのマルウ

ェアの混入防止」ができているかを重視するため、このような環境変化には対応できる

が、反面、リスクを正しく評価して対策を実施する必要があるため、相応のスキルが要求さ

れる。 

機密情報の扱い 電力会社関係者でない人にシステムの設計図等を証跡として渡すのは危険性が高い。 

NDAだけでは縛り切れないと思われる。NERCのような業界内の組織であれば、まだそ

の点は緩和されると考えられる。また自動化チェックツールの活用で、機微情報に触れず

とも、有効な監査実施ができる可能性がある。 

セキュリティ対策費用 

（対応項目の数及びレベル

で判断） 

既に、各電力会社は、電力制御システムセキュリティガイドラインに基づく対応を実施して

おり、必要な対策費用は電力会社が負担しているため、監査を理由とした、事前の追加

対策を行うことはないと考えられる。 

事業者の監査対応費用

（期間とドキュメント作業量） 

NERCのように、長期に渡って、監査人も事業者も対応を行うのは、非常な社内費用が

かかり現実的ではない。特に重要なイベントを控え、実効性を高める対策に労力を割きた

い時期に、大量のドキュメント作業が発生する監査は、事業者の負担となる場合がある。 

1回あたりの監査実施費用 監査期間に比例するものと思われるが、ドイツ程度を想定。 

監査後の対応 リスクベース型のガイドラインであるため、対応しているかどうかの判断にスキルが必要

で、またセキュリティに完全を求めることが難しいことから、監査で発見された課題に対し

て、そのリスクの度合いに応じて、その後の対応を決めるなどの工夫が必要。 

一例として、以下のように段階的な対応が考えられる。 

「軽微な問題」⇒「次回監査までに対応を検討」 

「改善が必要な問題」⇒「次回監査までに対応」 

「至急改善が必要な問題」⇒「至急対応を行い、再度確認」 

「至急改善が必要にも関わらず、長期に渡って放置」⇒「会社名公表等、何等かの罰則」 

特筆事項 我が国の電力業界では、自主保安の文化が根付いており、現状、電気事業連合会の活

動や、電力 ISACのワーキンググループの活動により、電力業界全体のセキュリティ対策

の底上げが行われている流れがある。 

表 4.2.1 我が国の電力システムセキュリティ監査について考察 
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5. 提言 

5.1. ビジネス環境整理 

 4 章の考察をもとに、我が国の電力システムセキュリティにおける実効性の確認（監査）の在り方

について提言を行う。その前に我が国の電力業界を取り巻くビジネス環境とセキュリティ対策の現状

を整理する。 

 

 まず、我が国の電力業界を取り巻くビジネス環境として、以下の４つが挙げられる。 

 〇 2020 年 東京オリンピック・パラリンピック等のイベント開催 

 〇 再生可能エネルギーの増加、電力システム改革に伴う電力網の安定性の維持 

 〇 IoT や AI 活用等の新技術活用による電力システムの効率化 

 〇 サイバー攻撃による停電の発生事例やサプライチェーンリスクの高まり 

  

  次に、我が国の電力業界のセキュリティ対策の現状を示す。 

 〇 2016 年 5 月 

   JESC により「電力制御システムセキュリティガイドライン」策定 

 〇 2016 年 9 月 

   「電力制御システムセキュリティガイドライン」が電気設備の技術基準の解釈に引用 

 〇 201 年 4 月  

   電力 ISAC 設立、ワーキンググループを通したサイバーセキュリティ対策の情報共有 

 〇 2017 年 7 月 

   産業サイバーセキュリティセンター開講（電力業界から毎年 15 名程度の受講84） 

  

 現状は、電気事業法による電気事業者のサイバーセキュリティ対策の義務化が行われ、電力 ISAC

のワーキンググループにおける情報共有により、電力会社のサイバーセキュリティ対策の底上げが進

みつつある。 

 また、産業サイバーセキュリティセンターでは、情報システムと制御システムセキュリティの両方

に通じた高度な人材育成が行われており、長期的に見れば実効性のある施策が着実に実行されている

といえる。 

 このような環境のもとで監査の在り方を考えた場合、短期的な施策と、長期的な施策を分けて検討

する方が良いのではないかと考えられる。 

  

                                                      

 

84 https://www.ipa.go.jp/files/000069940.pdf 中核人材育成プログラム受講生の構成（H30年度）電力 20%(83名中)＝16名 

https://www.jpcert.or.jp/present/2018/ICS2018_01_IPA.pdf （H29 年度） 電力 22%(76名中)＝17名 
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5.2. 短期的な施策 

 短期的に監査を開始する場合、これまでの考察から、以下の表にまとめたような施策が望ましいと

考えられる（表 5.2.1）。以下の施策の提言内容は、「なるべく事業者に負担をかけずに、政府の行っ

た規制を事業者が順守しているかどうかの確認（説明責任）及び実効性を確保する。」ことを目的と

している。 

 

監査に関する項目 提言内容 

監査主体 監督官庁等 

監査人のスキル 最低限のセキュリティ教育実施＆ヒアリングシート依存 

監査手法 ヒアリング・現地確認による「チェックリスト型」監査 

チェックリスト項目については、関係者や第 3者専門家とも相談の上、準備することが望

ましい。また個別のヒアリング項目について、ノウハウ集を作成し、共有、アップデートする

ことで、監査側のスキル向上や異動等に関する課題を、カバーできるようにする。 

コンプライアンス 

 

〇 「チェックリスト型」での実施により、電力制御システムセキュリティガイドラインに基づく

対策を適切に実施しているかのベースラインの確認ができる。 

実効性 〇 電力制御システムセキュリティガイドラインに基づき作成されたチェックリスト項目であ

るため、電力システムの実情を反映していると思われる。電気事業者に対して実施した監

査結果に対して、不明点がある場合には、関係者とも相談の上判断する。機密保持の観

点から第 3者を入れない。 

機密情報の扱い チェックリスト項目の証跡について、原則閲覧のみなどの対応を行う。 

監査担当者が資料を持ち帰る場合、電気事業者との協議の上とし、機密扱いとして管理

することとする。 

セキュリティ対策費用 指摘事項があった場合には対応の費用が発生する。 

事業者の監査対応費用

（期間とドキュメント作業量） 

セキュリティレベル向上に直結しないドキュメント作業の増加等を認識した上で実施。 

1回あたりの監査実施費用 チェックリスト項目の数にもよるが、電力制御システムセキュリティガイドラインに沿ったも

のであれば、ドイツ以下の費用と期間となると考えられる。 

監査後の対応 電力制御システムセキュリティガイドラインに基づく対策の実施について問題があると判

断された場合には、関係者と協議の上、対処を決定する。 

特記事項 短期的に監査を開始する場合、監査的な取組よりは、実効性のある取組を重視すること

が望ましい。なお、重要なイベントの直前に、電力システムに対して、新たなセキュリティ

対策を実施することは、却って安定供給や運用に支障をきたす恐れがあるので、現状の

対策を確認してセキュリティ事故対応の練度を上げる組織的な訓練（サイバー演習）の実

施等、運用力を上げることも、並行して行うことが望ましい。 

表 5.2.1 我が国の電力システムセキュリティの短期的な監査体制についての提言 
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5.3. 長期的な施策 

 ビジネス環境の整理でも挙げたように、長期的には、進化するサイバー攻撃から電力システムを守

るだけでなく、電力システム改革やそれに伴うイノベーションを支えるツールとして電力システムセ

キュリティを捉え、より実効性を意識した施策にシフトする必要があると考える。その場合は、脅威

と防御技術の進化や環境変化への追従が遅れがちとなるチェックリスト型の取組だけでは十分とは

いえない。 

 そのための監査の在り方についての提言を以下の表にまとめ（表 5.3.1）、また、その実現にあたっ

ての実施としての監査組織体制図を示した（図 5.3.2）。この提言内容をまとめると、「我が国特有の

人材供給源である産業サイバーセキュリティセンターをうまく活用することで、人材面の問題を解決

しつつ、電力会社の自主保安の文化を尊重し、自助努力を促進すると同時に、政府が行った規制の順

守を確認し、公への説明責任を果たす。」ことを目的としている。 

 

監査に関する項目 提言内容 

監査主体 電力監査組織の監査担当者（産業サイバーセキュリティセンターの卒業生等） 

この組織は新設するか、既存の組織に機能追加するかが考えられるが、いずれにしても

監査を行う組織なので、中立性が求められる。 

監査人のスキル 産業サイバーセキュリティセンターの卒業生等であるため、十分なスキルがあると見ること

ができる。何らかの資格認定を行うことについても検討の余地がある。 

監査手法 「電力制御セキュリティガイドライン」に沿ったアウトカム重視のリスクベース型の監査。同

時に、NERCのように、同業界の専門家として、改善施策のアドバイスを行う。 

将来的には、フランスのように、電力システム向けの自動チェックツールを開発等により、

ペネトレーションテストを行うことが可能であれば、実効性が上がることが期待される。 

コンプライアンス 

 

〇 電力監査組織による監査結果の活用。及び規制の順守状況を監督官庁に報告。 

ドイツのように監査人に対する正しい結果の報告義務を課した上で、法令上の適合につ

いての判断材料に活用。 

実効性 ◎ イギリスのように、アウトカム重視のためリスク分析が適切に行われれば、実効性は高

い。 

機密情報の扱い 米国のように、電力監査組織は電力業界団体であることや、またドイツのように、監査人

の資格認定に NDAを紐づけること、また機微な内容の証跡があれば、それは閲覧のみ

とするなどの工夫が考えられる。 

セキュリティ対策費用 

 

イギリスのようなアウトカム重視の対策を行うと、環境変化等の理由で、「電力制御システ

ムセキュリティガイドライン」の意図するアウトカムに応じたセキュリティ対策を行う必要があ

る。 

事業者の監査対応費用

（期間とドキュメント作業量） 

事業者の負担はチェックリスト型よりも重い。しかし、電力会社に在籍する産業サイバーセ

キュリティセンターの卒業生の活用により、スキル面が担保され、外部委託費用などの削

減が期待できる。 

1回あたりの監査実施費用 イギリスのように、電力会社の自己診断結果を活用することで、監査における作業量を減

らすことができる。 
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監査後の対応 監査結果に対するリスクの度合いに対して、段階的に対応を求める仕組みの構築 

単なる再実施ではなく、完全に実施していない場合や、重要な指摘に対して改善しない

など場合に対しての特別なルールを設けることについて検討することが望まれる。 

特筆事項 このような施策を進める上で、「リスクベース型」の監査結果を、関係者が正しく理解でき

ないという問題が発生する。従って、関係者が監査結果を理解するのに必要な場合は、

相応の教育が必要と考えられる。一例として、産業サイバーセキュリティセンターで提供し

ている管理者向けの講習プログラムの受講を義務付けるなどの対策が考えられる。 

なお、電力監査機能をもつ組織について、電力 ISAC も考えられるが、電力 ISACは、

信頼と互助を基本とした情報共有分析組織であり、実際、米国でも規制機関である

NERCが E-ISAC85と近いことで E-ISACが業界の信頼を得られない時期があったこと

などもあり、十分な検討が必要と考えられる。 

表 5.3.1 我が国の電力システムセキュリティの長期的な監査体制についての提言 

 

 

 

図 5.3.2 我が国の電力システムセキュリティ監査体制についての提言イメージ 

 

 ここで挙げた提言を実施するにあたっては、詳細な調整が必要なため、すぐに実現可能な施策では

ないが、検討を進めていくことが望ましい。 

 また、産業サイバーセキュリティセンターは、電力以外に、他の重要インフラ業界からも受講生を

受け入れており、将来的に、電力以外の分野への展開も期待される。 

 

以上 

                                                      

 

85 Electricity Information Sharing and Analysis Center 電力情報共有分析センター 


